
JCAA からの緊急のお知らせ 

JCAA は磁気コンパス整備記録用紙の書式を 2022 年 4 月 1 日から改正しました。 

2022 年 4 月 1 日から発行している新しい書式は、整備記録の下部に穿孔方式で整備したアジャスタの登録番

号を穿孔してあります。 

この番号とライセンス・スタンプの番号が一致しないもの、穿孔の無いものは、無効です。 

JCAA が発行する磁気コンパス整備記録用紙は、写真 1 に示すものだけです。英文のみの証書は発行していま

せん。また JCAA では遠隔自差修正方式は行なっておりません。JCAA のロゴや JCAA の飾り文字も記載してい

る偽物にご注意ください。JCAA が発行する磁気コンパス整備記録用紙は図１に示す穿孔方式でアジャスタの番

号が穿孔されているものだけが有効な整備記録用紙です。 

2022 年 4 月 1 日より改正しました磁気コンパス整備記録用紙の両サイドには和文と英文で以下のように記載

してあります。御不審なことやご質問がありましたら、mail@jcaa.jp にお問い合わせをお願い致します。 

 

Urgent Notice from JCAA 

JCAA revised the form of magnetic compass maintenance record paper from April 1, 2022.  

The new format, which has been issuing from April 1st , 2022, has a registration number for the adjuster maintained 

by a drilling method at the bottom of the maintenance record. Invalid if this number does not match the license 

stamp number or does not have a perforation.  

The only magnetic compass maintenance record paper issued by JCAA is shown in Photo 1. English-only certificates 

are not issued. In addition, JCAA does not perform a remote self-difference correction method. Please note that 

fakes also include JCAA a logos and JCAA ornaments. The magnetic compass maintenance recording paper issued 

by JCAA is a maintenance record paper that is valid only with the perforation method shown in Figure 1 and the 

adjustment number being perforated. 

Both sides of the magnetic compass maintenance record paper revised from April 1, 2022 are written in Japanese 

and English as follows. If you have any questions or suspicious matters, please contact us mail@jcaa.jp.  

 

( Japanese ) 

記録紙下部の MCA に続いて穿孔されているライセンス番号が、ライセンス・スタンプ印の番号と一致してい

る場合のみ有効です。 

2022 年 4 月以降の自差修正記録には、この書式を使用しています。 

一般社団法人 日本コンパスアジャスタ協会 

 

不審なことやお気づきのことがありましたら、mail@jcaa.jp にご連絡ください。速やかに御回答いたします。 

 

( English ) 

Valid only if the license number that is perforated following the MCA at the bottom of this paper matches the 

number of the license 

stamp.  If the license stamp is not stamped, it is illegal and invalid.  This format has been using since April 2022.         

J C A A 

If you have any questions or suspicious matters, please contact mail@jcaa.jp. JCAA will respond as soon as possible. 

Thank you. 
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図 1 2022 年 4 月 1 日からの新書式 (この書式のみ有効です) 

Figure 1 New format from April 1st 2022 of JCAA（This format ONLY is valid.） 

 

 

 


